
年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格

日給
不問 (1) 8時15分～17時15分

6,096円～6,096円
年齢不問

TEL 0920-44-5295 （従業員数 79人 ）
42081-  157491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 7時30分～21時30分

134,400円～150,000円 の間の8時間
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 15人 ）
42081-168291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 6時30分～15時15分

144,000円～144,000円 (2)13時00分～21時45分
年齢不問 (3) 6時30分～14時30分

(4)13時00分～21時00分 TEL 0920-47-3737 （従業員数 49人 ）
42081-142291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時15分～17時00分

780円～780円
年齢不問

TEL 0920-47-6857 （従業員数 16人 ）
42081-135291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時15分

132,000円～194,000円 (2) 6時15分～15時00分
年齢不問 (3)11時00分～19時45分

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）
42081-129191 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時00分

133,000円～203,000円
年齢不問

TEL 0920-47-0023 （従業員数 133人 ）
42081-  164991 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

190,000円～280,000円 (2)16時30分～ 9時00分
年齢不問 (3) 8時30分～12時30分

TEL 0920-42-0136 （従業員数 40人 ）
42081-  165491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 (1) 8時30分～17時00分

130,000円～140,000円 (2) 8時30分～12時00分
省令３号のイ

TEL 0920-45-2350 （従業員数 18人 ）
42081-  166791 正社員 就業場所長崎県壱岐市

事務及び荷捌き作業箱崎漁業協同組合 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦１７１

雇用期間の定めなし

フロント(正)株式会社　太安閣 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

布団製造工株式会社　壱岐工芸 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触１２１１－４

雇用期間の定めなし

調理員医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

長崎県壱岐市勝本町本宮南触２３６

雇用期間の定めなし

ドクターズクラーク（外
来）

社会医療法人　玄州会
光武内科循環器科病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５－３

雇用期間の定めなし

看護師医療法人　護州会
品川外科病院

長崎県壱岐市勝本町西戸触１８０－１

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

縫製工株式会社　三協 長崎県壱岐市石田町池田東触４７４－２

雇用期間の定めなし

フロント・客室係株式会社　平山旅館
※短期間就労も相談可

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

日給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

7,500円～9,000円
年齢不問

TEL 0920-47-5018 （従業員数 33人 ）
42081-  167891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

155,760円～162,800円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問 (3)11時30分～20時30分

(4)17時00分～翌10時00分 TEL 0920-47-1166 （従業員数 66人 ）
42081-151591 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給
30歳以下 (1) 9時00分～18時00分

140,000円～160,000円 (2) 9時00分～13時00分
省令３号のイ

TEL 0920-44-5788 （従業員数 3人 ）
42081-173491 正社員 就業場所長崎県壱岐市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,000円～6,000円
年齢不問

TEL 0920-47-1131 （従業員数 195人 ）
42081-174791 正社員以外 就業場所長崎県壱岐市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～18時00分

144,000円～180,000円 又は8時30分～19時00分
省令３号のイ の間の8時間

TEL 0920-47-5211 （従業員数 4人 ）
42081-175891 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給 交替制あり
18歳以上 (1) 9時00分～17時00分

210,000円～250,000円 (2)17時00分～23時00分
省令２号

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）
42081-179091 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
不問 (1) 8時30分～17時00分

132,000円～199,000円 (2) 8時30分～12時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）
42081-127291 正社員 就業場所長崎県壱岐市

月給
18歳以上 (1) 8時00分～15時00分

160,000円～220,000円 (2)15時30分～23時00分
省令２号 (3)17時00分～23時00分

TEL 090-3328-6554 （従業員数 36人 ）
42081-171691 正社員 就業場所長崎県壱岐市

接客サービス係(正)株式会社　ビューホテル壱岐
※パート勤務希望の方も応募可

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０１

雇用期間の定めなし

リハビリ助手医療法人　協生会
品川病院

長崎県壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ(正)有限会社　ピーパーク 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士平尾建設株式会社 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触１４２

雇用期間の定めなし

介護職員(嘱託)社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

歯科助手江田歯科医院 長崎県壱岐市石田町印通寺浦３２７－２

雇用期間の定めなし

事務補助業務長崎県壱岐病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満)

営業・販売
【有期実習型訓練】

有限会社　ヨブコ 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触１４２番地

雇用期間の定めなし
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～10時00分

762円～800円 (2)15時00分～17時00分
年齢不問

TEL 080-1772-7208 （従業員数 2人 ）
42081-  158791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

800円～800円 (2)10時30分～19時30分
年齢不問

TEL 0920-44-8171 （従業員数 9人 ）
42081-  159891 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師又は准看護師
不問 (1) 8時30分～13時00分

1,000円～1,400円 (2) 8時30分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 108人 ）
42081-131991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 交替制あり
不問 (1) 8時30分～19時00分

847円～940円 の間の4～6時間
年齢不問

TEL 0920-47-1166 （従業員数 66人 ）
42081-150291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 看護師又は准看護師
不問 (1) 8時30分～13時00分

1,000円～1,400円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0920-47-0121 （従業員数 60人 ）
42081-134891  パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1)17時00分～22時00分

800円～1,000円
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 15人 ）
42081-170391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 5時30分～ 9時30分

780円～780円 (2)17時30分～22時00分
年齢不問 (3)10時30分～14時30分

TEL 0920-47-3737 （従業員数 49人 ）
42081-  144191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

780円～780円
年齢不問

TEL 0920-47-3737 （従業員数 49人 ）
42081-146391 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

医療法人　協生会
介護老人保健施設　壱岐

看護師・准看護師(パー
ト)

壱岐市勝本町本宮南触２３６

雇用期間の定めなし

社会福祉法人　光風会
特別養護老人ホーム　光の苑

介護職員(パート)　「介
護」

壱岐市郷ノ浦町志原西触１０６６番地１

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

野中農園
※1日あたりの就労時間は
(1)(2)両方勤務となります。

農作業員 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触６９２

雇用期間の定めなし

有限会社　弦観光
※就業時間・週所定労働日数は
相談可
※正社員登用の可能性有

介護職／デイサービスセ
ンター

長崎県壱岐市石田町筒城東触１８４０－３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

株式会社　太安閣
※就業時間は選択可

サービス及び接客 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

株式会社　太安閣 客室清掃 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触７６０－１

雇用期間の定めなし

医療法人　協生会
品川病院

看護師・准看護師(パー
ト)

壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２

雇用期間の定めなし

株式会社　平山旅館 調理補助 壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし
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年齢・
求人者名 職種 指針　 賃金 就業時間 必要な免許資格 所在地・就業場所

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分

6,400円～6,400円
年齢不問

0920-48-1135 （従業員数 300人 ）
42081-181491 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

762円～762円
年齢不問

TEL 0920-47-0603 （従業員数 18人 ）
42081-125791 パート労働者 就業場所　長崎県壱岐市長崎県壱岐市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)17時00分～21時00分

800円～900円 (2)21時00分～01時00分
省令２号 (3) 5時00分～09時00分

TEL 0920-48-4008 （従業員数 20人 ）
42081-172991 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
18歳以上 (1) 9時00分～17時00分

1,000円～1,100円 (2)17時00分～00時00分
省令２号

TEL 0920-47-5153 （従業員数 35人 ）
42081-176291 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 6時00分～18時00分

850円～900円 の間の8時間程度
年齢不問

TEL 090-4827-1096 （従業員数 3人 ）
42081-182791 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 変形(１年単位)
不問 (1) 8時30分～18時00分

762円～762円 の間の6～8時間
年齢不問

TEL 0920-45-4066 （従業員数 22人 ）
42081-178191 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分

800円～800円 の間の5時間程度
年齢不問

TEL 0920-40-0249 （従業員数 3人 ）
42081-138091 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

時給
不問 (1) 7時30分～21時30分

762円～850円 の間の3～8時間
年齢不問

TEL 0920-43-0016 （従業員数 15人 ）
42081-169591 パート労働者 就業場所長崎県壱岐市

株式会社　平山旅館
※午前・午後のみの勤務も相談
可※短期間の就労も相談可

客室係 長崎県壱岐市勝本町立石西触７７

雇用期間の定めなし

株式会社　ホーベウィン
※就業場所：ファミリーマート
壱岐芦辺店
※就業時間及び週労働日数は相
談可　　※正社員登用の可能性
有

コンビニエンスストア店
員(壱岐芦辺店)

長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触丸石３６８番１

雇用期間の定めなし

有限会社　ピーパーク
※就業時間及び休日は相談可

ホールスタッフ 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触７１８番地

雇用期間の定めなし

壱岐市役所
※就業場所：観光商工課所管施
設・自然公園・海水浴場など
※応募締切：3/20(水)10時迄

労務作業員(観光商工課/
壱岐市内)

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上)

壱岐マリーナホテル　株式会
社

清掃員 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦２０５－１

雇用期間の定めなし

アイランドフェスティバル株
式会社

接客(カフェ・ゲストハウ
ス)

長崎県壱岐市石田町筒城東触１９４６

雇用期間の定めなし

吉野農園
※就業時間は相談可

アスパラガス収穫作業員 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触１１４

雇用期間の定めなし

富士新幸九州有限会社九州工
場

羽毛布団の製造(パート) 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触４２７番地

雇用期間の定めなし
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